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だいじな、みらい。
つくりたい！

夏の猛暑も落ち着き、徐々に涼しくなってまいりました。
会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今年は新型コロナウィルス感染症により、大変な時期をお過ごしのことと思います。
多くの方々の支援活動を知り、励みになれば幸いです。いまだ収束には至っておりま
せんが、お身体にお気をつけてお過ごし下さい。看護連盟ふくい第37号発行にあた
り、原稿をお寄せ頂きました方々に深くお礼申し上げます。

（広報委員一同）

編集委員　竹内繁美、菅原紀子、林真理、竹内恵子、木村和子、三村利佳編集委員　竹内繁美、菅原紀子、林真理、竹内恵子、木村和子、三村利佳
発行日

２０２０年１０月発行

発行者
福井県看護連盟
責任者 石丸 美千代
福井市北四ツ居町６０１
福井県看護協会会館内 

会員募集中!! 会員の皆様が『看護の力！』あなたの力が連盟活動を支えます！

日本看護連盟会費………………5,000円
福井県看護連盟会費……………2,000円

計………………………7,000円

学生会員：無料賛助会員：一口1,000円（何口でも可）

年会費

33 77

県民からの心あたたまる感謝の声

お問い合わせ 事務局 TEL(0776)53-7654　FAX(0776)53-3553 Ｅ-mail　kangoren-fukui@mtd.biglobe.ne.jp

LINEの登録してますか？
連盟ではLINE専門のスタッフがいます。
是非登録して下さい！
皆さんの御意見お待ちしています。

こちらのQRコードを読み取って友だち追加してください！

看護の声を
国政に届けよう。
ホームページ
随時アップ中!!

通勤時、白いレース状の
カラスウリの花を
見つけました。
皆さんこの花を
ご存じでしたか～？



福井県看護連盟
会員の皆様へ

　　福井県看護協会会長

　　江守　直美

　 令 和 2 年 度 は、 新 型 コ ロ ナ イ ル ス 感 染 症
（COVID-19）のパンデミック（世界的流行）か
ら始まり、多くの看護職の皆様に、最前線で
COVID-19 との戦いにご尽力いただき、深く感
謝申し上げます。
　くしくも、今年はナイチンゲール生誕 200 年、
本協会も看護連盟と共に「Nursing Now!」キャ
ン ペ ー ン を 展 開 し、 看 護 職 が「COVID-19 克
服」という健康課題への取り組みの中心に立ち、
人々の健康向上に貢献することを目指し行動い
たします。
　これからも、皆様のご協力をよろしくお願い
します。

　　　日本看護連盟会長

　　大島　敏子
　

　福井県の会員の皆様　こんにちは。
　COVID-19 のお見舞いを申し上げます。看護
職が今迄以上に感染管理に留意し、各自の立場
で最善の努力をして下さっていることを感謝し
ます。長期戦を覚悟し、新たな生活に慣れて感
染を防いで参りましょう。
　さて、日本看護連盟は、頑張っている看護職
への慰労金支給に向け、日本看護協会と連携し
て参りました。看護系議員の強力な後押しもあ
り、二次補正予算に組み込むことが出来ました。
議員を国会に送り出して下さり、ありがとうご
ざいました。

福井県看護連盟 会員の皆様へ
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　　福井県看護連盟会長　　石丸　美千代
　令和 2 年度は、新年早々から、「新型コロナウイルス感染症」の猛攻は時間
とともに、世界的危機的状況になっていきました。
　災害時、マニュアルがあっても、動けない現状があるなか、新型コロナウイ
ルスは感染への予防から、治療に関して、まったく対策なしの状態で増加し、
会員の皆様が働く病院へと患者さんが運ばれました。
　看護師自身、感染への危険を感じながら、緊迫した状況の中での働きは、目

を見張るものでした。今までのお仕事と違い、現場で働いている事事態に対し、差別や偏見の辛い思い
をしながらも、使命感を持って踏ん張り、頑張っている会員の皆様に心から感謝申しあげます。
　福井県看護連盟 LINE ＠より、リアルタイムに職場からの声をお聞きし、心折れずに働いていただけ
ますように、要望などを載せ、孤立しないように連盟なりに対応させて頂きました。
　今日の状況まで、漕ぎつけられたのは、看護職の使命だからとひたすら頑張っていただいている会員に、
一般の方から看護職への感謝の言葉や、処遇改善までの提案を頂けた事が頑張る原動力になりました。
　今年の総会は今般の諸事情で中止とし、書面決議とさせて頂きました。今年度は第 1 番に「COVID-19
への危機対策」第 2 に「“Nursing　Now” 看護の力で、健康な社会を」のキャンペーンの推進、第 3 に「会
員確保」を実施したいと考えています。
　皆様のご理解とご協力、ご提案を是非たまわりたいと思います。今年は総会もなしの出発となりまし
たが、皆様のご活躍とご支援を祈念いたしまして、挨拶といたします。



　　衆議院議員

　　あべ　俊子

　先般の新型コロナウィルス感染症対策への皆
さまのご尽力に、心より感謝申し上げます。国
会においては、最前線にいる看護職を守るため、
防護具確保だけでなく、生活を守るための医療
従事者への慰労金確保に奔走しております。関
係省庁、自治体とも交渉を続けて参ります。
　平穏な日々が戻りますよう、国政にて精一杯
活動して参ります。引き続きご指導賜りますよ
う、よろしくお願いいたします。

　　衆議院議員

　　木村　弥生

　福井県看護連盟の皆さま、こんにちは。
　現場で医療崩壊を食い止め、地域の医療と健
康福祉をお守りくださっている看護職の仲間た
ちを誇りに思います。
　第 2 次補正予算にて、医療従事者や職員に対
し最大 20 万円の慰労金の給付が示されました。

「看護職に直接」という例はこれまでになく、今
般の要望が実現したのは看護界にとって画期的
なことです。慰労金が速やかに確実に本人に給
付されるよう見届けてまいります。今後も日本
の医療と看護職の皆さまの労働環境と健康を守
れるよう頑張ります。

参議院議員

たかがい 恵美子

　爽秋の候、福井県看護連盟の皆様におかれま
しては、ますますご清祥のことと存じます。新
型コロナウィルス感染症対策での皆様の多大な
るご貢献に深く感謝を申し上げます。
　先の経済対策では、看護職の安全な就業環境
の確保と手厚い報酬の担保、広域調整システム
構築への補助、看護職の家族への保育や介護等
の支援と就業継続支援、学校養成所等における
実習等の弾力化など数多くの緊急措置を実現さ
せました。
　最前線に立つ仲間の笑顔を守るため、看護政
策の結果を出していきたいと考えています。

　　参議院議員

　　石田　昌宏

　医療・介護の現場をはじめ様々な場で未だ新
型コロナウイルスと戦いが続き、絶え間のない
不安な日々をお過ごしになられていると思いま
す。現場から多くの声を元に、課題の解決のた
め活動し続けてまいりました。その結果、第二
次補正予算では、看護職への慰労金給付をはじ
め、病院への補助金、医療用マスクなどの調達
強化、等を実現することができました。
　福井県民の健康は、私たち看護職の持つ看護
の力により守られています。引き続き共に力を
合わせ看護の力でこの未曽有の危機を乗り越え
ていきましょう。

新スローガ
ン

届けよう看護の声を！ 私たちの未来へ
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福井県看護連盟 LINE@の活用福井県看護連盟 LINE@の活用

●現場からの声を集める

●潜在看護師へコロナ対策支援
　を呼びかける

現場からの声を届ける

●看護協会・連盟会長が要望書を県知事へ提出

●稲田朋美衆議院議員ご来所

●高木衆議院議員ご来所

●滝波宏文参議院議員ご来所

●坂井市議会看議連代表ご来所

●県連政務調査会との意見交換会参加活 動

困ったこと 良かったこと
●病院全体が一体となった

●会議がリモート会議となった

●病院を気遣う言葉を頂けた

●理事からボーナス時、プラスαがあった

●物品の寄贈

●物資の不足

●業務量の増加

●クレームの増大

●「偏見差別」の社会的圧力

●医療職宿泊施設の不足

●病院経営の悪化

●感染への不安

会員の声

物資の安定供給
経済的支援

危険手当・慰労費当事者への支給
病院経営の支援

コロナ受け入れ医療体制の構築
医療体制

今後に向けての要望

日本看護連盟青年部活性化委員会は、「医療従事者へのありがとうにお返し

がしたい」との思いから「＃ありがとうにありがとう」プロジェクトを作り、

全国の医療従事者を応援してくださっている皆さんへ動画を作成しました。

この紙面では、「＃ありがとうにありがとう　メッセージ」をご紹介します。

私たちは看護師です。

患者さんを救いたい、生きる希望に寄り添いたい

しかし、新型コロナウィルスは

私たちの前に大きく立ちはだかっています。

大切な人を亡くした人もいます。

今まさにこの瞬間、病と闘う人もたくさんいます。

大切な人の最期に立ち会えない、面会もできない。

そんなご家族の想いも、痛いほど伝わりました。

そして、私たちもまた、自分自身や家族を危険に晒して

しまうかもしれない。

そうした不安をまだまだ毎日抱えています。

それでも、私たちには心の支えとなるものがありました。

外出自粛や学校の休校、手洗い、マスクにソーシャル

ディスタンス。

みなさんの多くの努力が、実を結び始めています。

医療関係者への感謝を、光に灯した「Light It Blue」、

力強い拍手で、背中を押してくれる「Friday Ovation」。

大変なのは私達だけではないのに、とても温かい、

みなさんからの支えを感じました。

私たちは孤独じゃない。

物資はまだ足りなくても、みなさんの感謝の気持ちが

私たちにはいっぱい届いています。

本当にありがとう

だから、私たちは負けない。

現実から目を背けず、この困難に向き合います。

私たち医療関係者にできること。

医療の最前線に立ち向かうこと。

決して希望を失わず、患者さんや利用者さんの支えになること。

明るい未来を、生活を、取り戻すことを私たちは諦めない。

私たちなら、乗り越えられます。

さあ、ともに歩もう。

ありがとうにありがとう

＃ありがとうにありがとう プロジェクト＃ありがとうにありがとう プロジェクト

＃ありがとうにありがとう メッセージ＃ありがとうにありがとう メッセージ

参考資料：日本看護連盟ホームページ　【ありがとうにありがとう　プロジェクト】

＃ありがとうにありがとう
Youtube 動画▶

カンタ レンコ

高木議員来社

㈱建昇様より医療物資を寄贈

稲田議員来社県連政務調査会（ソシャールディスタンスで）
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副会長

澤﨑 敦子
幹 事

多田 光代
坂井支部長

堀 喜代子
敦賀支部長

岡田 恵子
小浜支部長

浦谷 由紀子

副会長

木村 理香
幹 事

内田 あけみ
坂井支部

田本 聡浩
敦賀支部

細田 栄子
小浜支部

大森 美代子

役員退任　ご尽力いただきありがとうございました

退任の言葉 福井厚生病院　澤﨑 敦子

2020年度福井県看護連盟新役員

叙勲お祝い　おめでとうございます

2019年秋　 角田敬子様（瑞宝双光章）
　　　　　　江守直美様、河波清美様、三好啓子様（瑞宝単光章）
2020年春　 清水紀子様（瑞宝双光章）
　　　　　　田中洋子様、山越節子様（瑞宝単光章）

４月20日、福井県知事・自由民主党福井県支部連合会会長・

福井県看護議員連盟会長へ、新型コロナウィルス感染症に

関する危険手当の支給等の要望書を提出した。

９月11日自由民主党福井県支部連合会会長および

福井県看護議員連盟会長へ要望書を提出した。

令和３年度要望書提出

縁あって、幹事、副会長の仕事をさせていただきました。
石田、高階先生の来福時は、当病院職員の要望等に熱心に耳を傾けて下ったことは特に印象深いものがあります。連盟で
の仕事をさせていただく中で、他施設の方と意見を交わし、友好な関係を結ばせていただいた事に感謝いたします。今後
は一会員として看護連盟の発展を心から願っております。
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　　　　　　江守直美様、河波清美様、三好啓子様（瑞宝単光章）
2020年春　 清水紀子様（瑞宝双光章）
　　　　　　田中洋子様、山越節子様（瑞宝単光章）

４月20日、福井県知事・自由民主党福井県支部連合会会長・

福井県看護議員連盟会長へ、新型コロナウィルス感染症に

関する危険手当の支給等の要望書を提出した。

９月11日自由民主党福井県支部連合会会長および

福井県看護議員連盟会長へ要望書を提出した。

令和３年度要望書提出

縁あって、幹事、副会長の仕事をさせていただきました。
石田、高階先生の来福時は、当病院職員の要望等に熱心に耳を傾けて下ったことは特に印象深いものがあります。連盟で
の仕事をさせていただく中で、他施設の方と意見を交わし、友好な関係を結ばせていただいた事に感謝いたします。今後
は一会員として看護連盟の発展を心から願っております。
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● 福井第一支部
● 福井赤十字病院
● 福井健康福祉センター
● 特定医療法人さくら千寿会　さくら病院
● こぱんだ訪問看護ステーション
● 六条厚生会訪問看護ステーションやわらぎ

● 福井第二支部
● 福井県立病院
● 福井県立病院　地域医療連携室
● 福井循環器病院
● 医療法人　福井愛育病院
● 社団法人　福井県看護協会
● 福井県看護連盟
● 福井県立看護専門学校
● 福井県こども療育センター
● 福井大学医学部附属病院
● 福井大学医学部看護学科
● 福井県立大学　看護福祉学科
● 医療法人　健康会　嶋田病院
● 訪問看護あさがおステーション
● 医）安川病院

● 福井第三支部
● 福井県済生会病院 
● 訪問看護ステーション 
● 財）新田塚医療福祉センター　福井総合病院 
● 医）新田塚医療福祉センター　福井病院 
● 財）新田塚医療福祉センター　福井総合クリニック
● 福井医療大学 
● 新田塚訪問看護ステーション 
● 社会福祉法人白寿院　新田塚ハイツ 
　　　　　〃　　　　　 新田塚ハウス 
● 新田塚介護相談センター 
● 福井北包括支援センター 
● 福井市医師会看護専門学校 
● 福井県庁 
● 福井温泉病院 
● 医療法人　穂仁会 
● 福井リハビリテーション病院 
● 医）穂仁会　大滝病院 
● 医）穂仁会　福井ケアセンター 
● 株）仁愛ケアサービス　仁愛訪問看護センター
　　　居宅介護支援事業所
　　　しみず訪問看護ステーション
● 福井県労働衛生センター 
● 医療法人　慈豊会　田中病院

● 福井厚生支部(H30より)
● 医）厚生会　福井厚生病院
● 医）厚生会　在宅医療部

会員数

561名

● 奥越支部
● 福井勝山総合病院
● 奥越健康福祉センター
● たけとう病院
● 尾崎整形外科病院
● 医）厚生会さくら在宅介護支援事業所

会員数

160名

● 鯖江支部
● 公立丹南病院
● 木村病院
● 介護療養院　かがやき
● 丹南健康福祉センター
● 越前町国民健康保険織田病院
● 斎藤病院

会員数

213名

● 武生支部
● 医療法人　林病院
● 訪問看護ステーション府中
● 財団医療法人　中村病院
● 武生看護専門学校
● 丹南健康福祉センター　武生福祉保健部
● さわやか訪問看護ステーション
● 池端病院

会員数

174名

● 敦賀支部
● 市立敦賀病院
● 二州健康福祉センター
● レイクヒルズ美方病院
● 医療法人　敦賀温泉病院
● 敦賀市立看護大学

会員数

303名

● 小浜支部
● 公立小浜病院
● 公立若狭高等看護学院
● 若狭高浜病院

会員数

235名

● ＯＢ会支部
● 日本看護連盟会員

会員数

43名

● 坂井支部
● 坂井市立三国病院
● 医療法人　博俊会　春江病院
● 坂井健康福祉センター
● 医）至捷会　木村病院
● ディサービス山のいえ笑楽日

会員数

168名

会員数

70名

会員数

1,727名

会員数

1,064名
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だいじな、みらい。
つくりたい！

夏の猛暑も落ち着き、徐々に涼しくなってまいりました。
会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今年は新型コロナウィルス感染症により、大変な時期をお過ごしのことと思います。
多くの方々の支援活動を知り、励みになれば幸いです。いまだ収束には至っておりま
せんが、お身体にお気をつけてお過ごし下さい。看護連盟ふくい第37号発行にあた
り、原稿をお寄せ頂きました方々に深くお礼申し上げます。

（広報委員一同）

編集委員　竹内繁美、菅原紀子、林真理、竹内恵子、木村和子、三村利佳編集委員　竹内繁美、菅原紀子、林真理、竹内恵子、木村和子、三村利佳
発行日

２０２０年１０月発行

発行者
福井県看護連盟
責任者 石丸 美千代
福井市北四ツ居町６０１
福井県看護協会会館内 

会員募集中!! 会員の皆様が『看護の力！』あなたの力が連盟活動を支えます！

日本看護連盟会費………………5,000円
福井県看護連盟会費……………2,000円

計………………………7,000円

学生会員：無料賛助会員：一口1,000円（何口でも可）

年会費

33 77

県民からの心あたたまる感謝の声

お問い合わせ 事務局 TEL(0776)53-7654　FAX(0776)53-3553 Ｅ-mail　kangoren-fukui@mtd.biglobe.ne.jp

LINEの登録してますか？
連盟ではLINE専門のスタッフがいます。
是非登録して下さい！
皆さんの御意見お待ちしています。

こちらのQRコードを読み取って友だち追加してください！

看護の声を
国政に届けよう。
ホームページ
随時アップ中!!

通勤時、白いレース状の
カラスウリの花を
見つけました。
皆さんこの花を
ご存じでしたか～？
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